
（単位 ： 千円） （単位 ： 千円）

金　　　額 金　　　額 Ⅰ.営業損益の部

流動資産 42,119 流動負債 4,287 　　　 売上高 53,739

固定負債 52,010 　　　 売上原価 11,113

56,297 　　　　　　 売上総利益 42,626

固定資産 75,754 　　　 販売費及び一般管理費 40,615

　 有形固定資産 62,090 株主資本 61,576 　　　 　　　営業利益 2,011

　 無形固定資産 75 　 資本金 3,000 Ⅱ.営業外収益の部

　 投資その他の資産 13,589 　 利益剰余金 58,576 　　 　営業外収益 405

61,576 　　　 営業外費用 506

117,873 117,873 　　　　　 　経常利益 1,910

Ⅲ.特別損益の部

特別利益

特別損失 58

　　　 　　  税引前当期純利益 1,852

　　　 　  　法人税、住民税及び事業税 574

　　　　　　 当期純利益 1,278

第28期　　貸借対照表 第28期　　損益計算書

令和4年 3月31日　現在 自　令和　3年 4月 1日

至　令和　4年 3月31日

資　 産　 の　 部 負 　債　 の 　部 経　常　損　益　の　部

科　　　目 科　　　目

負債 ・ 純資産 合計

純資産　 の　 部　

純　資　産　合　計

資　　産　　合　　計 負債 ・ 純資産 合計



（単位：円）

その他資本 資本剰余金 利益剰余金

剰余金 合計 任意積立金 繰越利益剰余金 合計

当期首残高 3,000,000 750,000 56,547,818 57,297,818 60,297,818 60,297,818

当期変動額合計

　当期純利益 1,278,185 1,278,185 1,278,185 1,278,185

当期変動額合計 0 0 1,278,185 1,278,185 1,278,185 1,278,185

当期末残高 3,000,000 750,000 57,826,003 58,576,003 61,576,003 61,576,003

個別注記表
自　令和　3年 4月  1日
至　令和　4年 3月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2.重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
　①有価証券の評価基準及び評価方法
　　ア．時価のあるもの・・・・移動平均法に基づく原価法
　　イ．時価のないもの・・・・移動平均法に基づく原価法
　②たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・・最終仕入原価法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産・・・定率法

（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

　無形固定資産・・・定額法

（3）消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3.賃借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　77,596,582円

4.株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式
　普通株式（発行済株式）
　　当期末株式（発行済普通株式） 60株

5.1株当たり情報に関する注記
（1）1株当たりの純資産額 1,026,266円71銭
（2）1株当たりの当期純利益金額 21,303円08銭

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

第28期　　　株主資本等変動計算書

自　令和　3年 4月 1日

至　令和　4年 3月31日

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金



（単位 ： 千円） （単位 ： 千円）

金　　　額 金　　　額 Ⅰ.営業損益の部

流動資産 39,713 流動負債 5,124 　　　 売上高 66,400

固定負債 60,110 　　　 売上原価 12,755

65,234 　　　　　　 売上総利益 53,645

固定資産 85,819 　　　 販売費及び一般管理費 48,777

　 有形固定資産 73,201 株主資本 60,298 　　　 　　　営業利益 4,868

　 無形固定資産 75 　 資本金 3,000 Ⅱ.営業外収益の部

　 投資その他の資産 12,543 　 利益剰余金 57,298 　　 　営業外収益 81

60,298 　　　 営業外費用 591

125,532 125,532 　　　　　 　経常利益 4,358

Ⅲ.特別損益の部

特別利益 2,694

特別損失 5

　　　 　　  税引前当期純利益 7,047

　　　 　  　法人税、住民税及び事業税 1,397

　　　　　　 当期純利益 5,650

第27期　　貸借対照表 第27期　　損益計算書

令和3年 3月31日　現在 自　令和　2年 4月 1日

至　令和　3年 3月31日

資　 産　 の　 部 負 　債　 の 　部 経　常　損　益　の　部

科　　　目 科　　　目

負債 ・ 純資産 合計

純資産　 の　 部　

純　資　産　合　計

資　　産　　合　　計 負債 ・ 純資産 合計



（単位：円）

その他資本 資本剰余金 利益剰余金

剰余金 合計 任意積立金 繰越利益剰余金 合計

当期首残高 3,000,000 750,000 50,897,309 51,647,309 54,647,309 54,647,309

当期変動額合計

　当期純利益 5,650,509 5,650,509 5,650,509 5,650,509

当期変動額合計 0 0 5,650,509 5,650,509 5,650,509 5,650,509

当期末残高 3,000,000 750,000 56,547,818 57,297,818 60,297,818 60,297,818

個別注記表
自　令和　2年 4月  1日
至　令和　3年 3月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2.重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
　①有価証券の評価基準及び評価方法
　　ア．時価のあるもの・・・・移動平均法に基づく原価法
　　イ．時価のないもの・・・・移動平均法に基づく原価法
　②たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・・最終仕入原価法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産・・・定率法

（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

　無形固定資産・・・定額法

（3）消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3.賃借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　68,073,377円

4.株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式
　普通株式（発行済株式）
　　当期末株式（発行済普通株式） 60株

5.1株当たり情報に関する注記
（1）1株当たりの純資産額 1,004,963円63銭
（2）1株当たりの当期純利益金額 94,175円15銭

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

第27期　　　株主資本等変動計算書

自　令和　2年 4月 1日

至　令和　3年 3月31日

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金



（単位 ： 千円） （単位 ： 千円）

金　　　額 金　　　額 Ⅰ.営業損益の部

流動資産 41,354 流動負債 9,120 　　　 売上高 72,282

固定負債 68,210 　　　 売上原価 18,086

77,330 　　　　　　 売上総利益 54,196

固定資産 90,623 　　　 販売費及び一般管理費 46,428

　 有形固定資産 79,059 株主資本 54,647 　　　 　　　営業利益 7,768

　 無形固定資産 75 　 資本金 3,000 Ⅱ.営業外収益の部

　 投資その他の資産 11,489 　 利益剰余金 51,647 　　 　営業外収益 1,362

54,647 　　　 営業外費用 555

131,977 131,977 　　　　　 　経常利益 8,575

Ⅲ.特別損益の部

特別利益 6,179

特別損失 258

　　　 　　  税引前当期純利益 14,496

　　　 　  　法人税、住民税及び事業税 4,388

　　　　　　 当期純利益 10,108

科　　　目 科　　　目

負債 ・ 純資産 合計

純資産　 の　 部　

純　資　産　合　計

資　　産　　合　　計 負債 ・ 純資産 合計

第26期　　貸借対照表 第26期　　損益計算書

令和2年 3月31日　現在 自　平成31年 4月 1日

至　令和　2年 3月31日

資　 産　 の　 部 負 　債　 の 　部 経　常　損　益　の　部



（単位：円）

その他資本 資本剰余金 利益剰余金

剰余金 合計 任意積立金 繰越利益剰余金 合計

当期首残高 3,000,000 750,000 40,789,203 41,539,203 44,539,203 44,539,203

当期変動額合計

　当期純利益 10,108,106 10,108,106 10,108,106 10,108,106

当期変動額合計 0 0 10,108,106 10,108,106 10,108,106 10,108,106

当期末残高 3,000,000 750,000 50,897,309 51,647,309 54,647,309 54,647,309

個別注記表
自　平成31年 4月 1日
至　令和　2年 3月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2.重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
　①有価証券の評価基準及び評価方法
　　ア．時価のあるもの・・・・移動平均法に基づく原価法
　　イ．時価のないもの・・・・移動平均法に基づく原価法
　②たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・・最終仕入原価法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産・・・定率法

（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

　無形固定資産・・・定額法

（3）消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3.賃借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　56,740,648円

4.株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式
　普通株式（発行済株式）
　　当期末株式（発行済普通株式） 60株

5.1株当たり情報に関する注記
（1）1株当たりの純資産額 910,788円48銭
（2）1株当たりの当期純利益金額 168,468円43銭

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

第26期　　　株主資本等変動計算書

自　平成31年 4月 1日

至　令和　2年 3月31日

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計


